
問題がある場合の考えられる原因(A)
対策

緊急度
対応策 備　　　考

・つや出し剤入りのワックスまたモップを使用
することで、かえって埃が吸着して滑りやすく
なっているかもしれません。・・・
・市販の樹脂ワックスを使用することで滑り
係数が変わってしまっているかもしれませ
ん。

・新築時にフローリング表面に塗ってある塗料は、体
育施設用の「ポリウレタン樹脂塗料」です。市販されて
いるフローリング用のワックスとは異なります。

・体育施設用ポリウレタン樹脂塗料は滑り係数を調整して
あるもので、「体育館用樹脂ワックス」とは違います。

・ポリウレタン樹脂塗装膜が劣化で剥がれて
いるのかもしれません。 ・当フローリング協会では「ポリウレタン樹脂塗料」を

推奨いたしております。

・ワックスを塗ってできる塗膜は薄いので、傷つきやすく、
長持ちしません。一方ポリウレタン樹脂塗料の塗膜の厚
さはワックスの約１０倍です。

ワックスを定期的に使用してい
ませんか

使用している
・市販の樹脂ワックスを使用することで滑り
係数が変わってしまっているかもしれませ
ん。

要相談
・専用のクリーナーやモップを利用し、ポリウレタン樹
脂塗膜に付着したホコリや汚れを除去してください。

・ポリウレタン樹脂塗料は短期的に塗り重ねる必要もあり
ませんし、耐傷性、耐摩耗性に優れ、美観の維持も可能
です。

塗装面の光沢が減少していま
すか

減少している

・市販のワックスを塗り重ねることでポリウレ
タン樹脂塗装面に汚れが付着してしている可
能性があります。
・外部から砂や埃が入り、ポリウレタン樹脂
塗装膜が摩耗してしまっているかもしれませ
ん。

要相談
・光沢が減少していてもポリウレタン樹脂塗装膜が充分に
残っていれば問題はありません。

塗装面が摩耗していますか 摩耗している
・新築時から再塗装せずに10年以上経過し
ていていませんか？

要相談
・砂や埃またはシューズの泥はポリウレタン樹脂塗装面
を痛めてしまいます。なるべく体育館専用シューズを使用
し、出入口には足ふきマットを敷いてください。

・雨漏りした後や水をこぼした後に放置する
とフローリングが伸縮したり反ったりしてポリ
ウレタン樹脂塗装膜が剥がれてしまうことが
あります。

緊急
・フローリングが反ったり割れてしっている時は危険な
場合がありますので、早急な専門業者の診断・処置が
必要です。

・水分によって木材が伸縮しポリウレタン樹脂が剥がれて
しまうことがあります。

・塗装面にガムテープなどを貼って無理に剥
がしたりするとポリウレタン樹脂塗装膜が剥
がれてしまうことがあります。必ずラインテー
プを使用し、剥がす際はゆっくりと剥がしてく
ださい。

急

・フローリング素地が出てしまっている場合は怪我の
原因になりますので早急にフローリング協会会員にご
相談ください。 ・ガムテープ等は接着力が強くポリウレタン樹脂塗装膜を

剥がしてしまうことがあります。

・樹脂ワックス等を塗ったフローリングにポリ
ウレタン樹脂塗装をすると、密着不良により
塗膜が剥がれてしまうことがあります。

要相談

・剥離剤などを使用して無理にワックスを剥がすと「ア
ルカリ焼け」等を起こしフローリングの色などが変色し
てしまうことがありますので、早急にフローリング協会
会員にご相談ください。

・樹脂ワックスを塗り重ねてしまうとワックス層だけ剥がれ
て塗装面が剥がれて見える場合があります。

傷・割れがありますか ある
ささくれが
起きている
場合は緊急

反り・浮き・目違いがあります
か

ある

・経年劣化の症状の一つですが、他にもこぼ
れた水の放置などでフローリングを濡らして
しまうと、フローリングの劣化が進行してしま
います。

緊急

床鳴りするところがありますか ある

・経年劣化やメンテナンス不足、または一般
的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/㎡）を
超えた使用（ロックコンサートなど）や雨漏り
などが考えられます。＊１＊２

急
・フローリングの割れが原因の場合は危険な場合があ
りますので、早急にフローリング協会会員にご相談く
ださい。

・経年劣化や一般的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/
㎡）以上での使用等による床下地組の変形や破損を放
置すると、破損個所が拡大することが多いです。＊１＊２

ボールが適正に弾みますか 弾まない

・重量物(ピアノ・バスケットゴール等）をフ
ローリング上で移動させる際に、フローリング
接合部に荷重が集中すると、フローリングの
破損の原因となります。移動の場合は必ず
ベニヤ合板を敷くなどしてください。

急

床の沈みはありませんか 沈む 急

フローリングの間に隙間があり
ますか

ある

・冬季など乾燥する季節や、空調設備のある
体育館は過乾燥を起こして隙間が大きくなる
ことがありますが、湿度の高い季節に戻るこ
とが多いです。

要相談
・湿度の高い季節になっても隙間が広がるようであれ
ば問題がある可能性があります。原因は様々に考え
られますのでフローリング協会会員にご相談ください。

・フローリングは木材なので湿度の変化による多少の伸縮は必
ずあります。よってフローリング間の隙間は築年数より違いはあ
りますが、季節によって変化します。隙間が無さ過ぎても、フロー
リングが伸びた時に逃げ場がなくなり問題が起こる可能性があり
ます。

木栓（ﾀﾞﾎﾞ）の浮き・抜けがあり
ますか

ある
・経年劣化による抜けがほとんどです。新築
時の場合は床支持脚やフローリング下のベ
ニヤ合板の破損の可能性があります。

緊急

・早急な措置が必要です。
フローリング協会会員にご相談ください。
応急措置としては、ラインテープなどで抜けた部分を
ふさいで　ください。

・木栓(ﾀﾞﾎﾞ）はフローリングを床下地に固定しているビス
や釘の頭を隠したり、出てこないようにするためのもので
す。

・新築時にフローリングの伸縮などにより基
礎がずれて支柱が入りにくいことがあります
が、１年程度でフローリングが安定し、自然
に元に戻ることがほとんどです。

・新築後１年程度経過しても支柱が入りにくい場合は
床金具をずらして埋め木をしますので施工業者にご相
談ください。　新築施設ではない場合にはフローリング
協会会員にご相談ください。 ・フローリングの伸縮等で支柱用の器具と床下の基礎が

ずれてしまっている可能性があります。
・金属器具の浮きやゆるみは床下地の破損
や変形の可能性があります。

・金属器具の浮きやゆるみがある場合は応急処置後
フローリング協会会員にご相談ください。 ・金属器具をフローリングに固定しているビスが抜けてい

たり緩んでいる可能性があります。

体育器具のぐらつきがありま
すか

ある
・体育器具がぐらつく場合は床金具の基礎部
分、または床下金具取り付け用の充填モル
タルが破損している可能性があります。

急
・フローリングや床面の金具まで破損する可能性があ
りますのでフローリング協会会員にご相談ください。

水たまりがありますか ある
・雨漏りの水や地下水などが床下部に溜まる
と、その湿気によりフローリングが異常に伸
縮したり、床下地支持脚やフローリングが腐
食したり、カビが生えることがあります。

急
・水を除去した後に、その原因を取り除いてからフロー
リングや下地の修理を行いますので、フローリング協
会会員にご相談ください。

カビ臭いですか カビ臭い 要相談
・長期にわたる湿気は床下地の金属部分を腐食させ
たり、フローリングにカビを発生させてしまいます。
フローリング協会会員にご相談ください。

錆び・腐食している箇所はあり
ますか

ある 急

支持脚の浮き・曲がりがありま
すか

ある
・床下地材がなんらかの原因で破損したり変
形している可能性があります。

急
・経年劣化や一般的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/
㎡）以上での使用等による床下地組の変形や破損を放
置すると、破損個所が拡大することが多いです。＊１＊２

床にガタツキはありますか ある
・長期の使用などでボルト・ナットなどの外
れ・緩みなどが生じることがあります。点検口
などから確認することができます。

急
・点検口がある場合は、そこから確認することもできま
すが、人間が入れなかったり見えない場合はフローり
ング協会会員にご相談ください。

・一般的な体育館の耐荷重制限（約500ｋｇ/㎡）以上での
使用が多くなるとボルトやナットの外れが多くなる傾向が
あります。＊１＊２

＊早めの処置ならば修理が簡単になる可能性が高いです。早めにご相談ください。

＊上記以外にも様々なケースが考えられます。別紙の当協会会員企業にお問い合わせください。

体育館床メンテナンスQ&A　Vol.00

参考文献；日本体育床下地工業会発行「体育館用鋼製床下地材の維持・改修」 発行：　一般社団法人　フローリング協会

・ワックスを塗ってしまっている場合は無理に剥離剤な
どを使用せず、フローリング協会会員にご相談くださ
い.。
・フローリング素地が出てしまっている箇所に、ワック
スを塗っても塗膜が薄いので元には戻りません。ポリ
ウレタン樹脂の再塗装が必要になります。　放置する
と怪我の原因にもなりますので早急にフローリング協
会会員にご相談ください。

＊１　体育館鋼製床下地の耐荷重　14.7kN/㎡積載時各測定点最大たわみ量が20㎜以下　（JIS規格A6519）
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・床下換気口が塞がれるなどして、床下に湿
気を多く含む空気が滞留するようになってい
るとフローリングの裏面などにカビが発生し、
表面にも出てくることがあります。

支柱用の金属器具にゆるみ・
浮き、ずれがありますか

ある 急

・湿気が多くなると金属下地を腐食させるだけではなく、フ
ローリングにカビが生える原因になり、劣化を早める原因
にもなります。また、表面にカビが浮き出た場合は取り除
くことが出来ません。
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　　体育館床メンテナンス Q&A　　

・床支持脚やフローリング下のベニヤ合板が破損し
ている場合は床が陥没する恐れがあります。早急にフ
ローリング協会会員にご相談ください。

塗装面が剥がれていますか はがれている

フ
ロ
｜
リ
ン
グ
基
材

床面の滑り状況
すべり過ぎる

・
すべらな過ぎる

急

・金属音の床鳴りがする場合は下地床組が破損している
可能性があります。早急にごフローリング協会会員に相
談ください。

・早急な措置が必要です。フローリング協会会員にご
相談ください。応急措置としては、ラインテープなどで
割れた部分をふさいでください。

・一般的体育館での耐荷重制限は約500ｋｇ/㎡（JIS規格
14.7kN/㎡）です。ピアノなどの重量物をフローリング上で
移動させる際に、フローリング接合部に荷重が集中する
と、フローリングの破損の原因となります。移動の場合は
必ずベニヤ合板を敷くなどしてください。＊１＊２

・床支持脚の腐食や破損は床が陥没する恐れがあり
ます。早急にフローリング協会会員にご相談ください。

＊２　許容積載荷重は床下地メーカーにより異なります。

http://flooring.or.jp/index.html
http://flooring.or.jp/index.html


理想的なフローリングのメンテナンスサイクル

　普段から実践できる適正な床寿命を維持する方法　

・

・

・

・

・

・

  （ラインテープの剥がし方の例　斜めにゆっくりと！）

お問い合わせ先
一般社団法人　フローリング協会
http://flooring.or.jp/index.html
会員企業 名簿
http://flooring.or.jp/member/member.html ｒ

体育館床メンテナンスQ&A　Vol.00
発行：　一般社団法人　フローリング協会

フローリング削り替え

＆ 再塗装(３回塗り）

表面塗膜使用限度

新築時

約4年経過

約６年経過

約8年経過

約12年経過

約14年経過

約16年経過

約20年経過

約18年経過

約２年経過

約10年経過 定

期

診

断

＊イメージ図

性能 低下

新築時or張り替え時に戻る

ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り

ポリウレタン樹脂塗料１回～２回塗り

ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り

ポリウレタン樹脂塗料１回～2回塗り

ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り

ポリウレタン樹脂塗料１回～２回塗り

ポリウレタン樹脂塗料 １回塗り

ポリウレタン樹脂塗料１回～2回塗り

新築時 or
フローリング張り替え時

フローリング貼り替え＆

再塗装(３回塗り）
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年
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化
進
行
度
（
注
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フローリング

表面塗膜

性能ＭＡＸ

注１） 注２）

フローリング材使用限度

普段からのモップ掛け（つやだし剤のついていないもの）はフローリングの良い状態を長期維持するのに非常

に重要です。

モップ掛け後はモップについた埃や砂を払い落とし、定期的に洗濯をしてください。

体育館使用前にモップ掛けをすると、前日に舞い上がり、翌朝落ちてきた埃を取ることになるのでスリップ防止に

効果的です。

外部から砂、埃、ワックス成分を持ち込まないように出入口には足ふきマットを置いてください。

ウレタン塗膜が剥がれるおそれがありますので、ラインテープの代わりにガムテープなどは使用しないでください。

ラインテープを剥がす際に、一度に急いで剥がすとポリウレタン塗膜が剥がれてしまうおそれがありますので、

斜めに少しずつ剥がしてください。（下記写真をご参照ください）




